どんな力をつければ宇宙飛行士になれるのかな？

本教材は宇宙とのつな
がりを軸として科学を
身近に感じてもらうた
めに作った科学教材で
す。本教材の利用によ
る事故等については一
切責任を持ちかねます
ので、本教材の利用は、
経験のある指導者の指
導の下に行って下さい。
無重力の国際宇宙ステー
シ ョ ン（ISS） 内 で、 運
動する宇宙飛行士の若田
光 一 さ ん（2009 年 7 月
29 日）

2010 年 4 月 1 日

目標と
ねらい

対象学年

発行

日本人宇宙飛行士が国際宇宙ステーション（ISS）に長期滞在し、テレビなどを通し
て宇宙での暮らしのようすを知らせてくれるようになりました。宇宙へ行きたいという
子どもたちの夢と憧れも、現実的なものになりつつあります。そんな子どもたちに、宇
宙飛行士にはどのような能力や資質が求められるのか、実際の宇宙飛行士候補者選抜試
験の課題を体験しながら、イメージをつかんでもらおうという教材です。
小学校低学年以上

所要時間

2 〜 3 時間

★ここでは指導例を紹介します。活動実績や子どもたちの年齢等に応じてアレンジし、リーダーの創意工夫を生かしてご活用ください。

１

試験にはこんな問題が出る !?

宇宙飛行士候補者は、1 年かけて 4 回の選抜を経て選ばれる！
これまで行われきた宇宙飛行士候補者の選考には、書類選抜、一次選抜、二次選抜、三次選抜と、4 つのハー
ドルがあります。
①書類選抜（応募書類による審査・英語試験）
②一次選抜（一次医学検査・一般教養試験・基礎的専門試験・心理適性検査）
③二次選抜（二次医学検査・面接試験〔心理、英語、一般・専門〕）
④三次選抜（三次医学検査・長期滞在適性検査・泳力の試験・面接試験総合）
この中で、とりわけ私たちの興味をひくのは、筑波宇宙センターで行われる長期滞在適性検査です。これは、
3 つのハードルを越えて勝ち残ってきた受験者が、閉ざされた環境の中で 1 週間過ごし、その間に様々なテスト
や検査を受けるというものです。
ここでは、この長期滞在適性検査で出題されてきた過去の問題を中心に、どのような問題や課題が出題されて
きたかを紹介します。そして、それを活動に活かすにはどうしたらいいか、その教材例を示します。
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－宇宙飛行士候補者選抜試験に挑戦－

ここでは、宇宙飛行士候補者選抜試験に出題された問題や課題を、活動にアレンジした例を紹介し
ています。子どもたちの年齢や学年に応じて工夫を加え、楽しい活動にしてください。

宇宙飛行士

模様も色もないまっ白なジグソーパズル──集中力と忍耐力を試される
正しく配置すると美しい絵や写真ができあが
るジグソーパズルは、集中力や忍耐力を必要と
するものの、楽しい遊びです。でも、色や模様
がなかったら？
このパズルは手がかりが極端に少ないので、
難度は模様つきに比べぐんと高くなります。
長期滞在適性検査で、まっ白な 144 ピース
のジグソーパズルが出題されたことがありま
す。制限時間３時間でしたが、完成した人は一
人もいなかったそうです。
これを行うときは、40 ～ 60 ピース程度の
簡単なものを選びましょう。市販のものを手に
入れることができます。最寄りの玩具店などで
見つからないときは、ネット通販でも手に入れ
ることができます。

鏡を見て線と線の間をなぞる──ロボットアームなど遠隔操作に結びつく
ISS では外部に何かを取りつけたり修
理したりするとき、テレビ画面を見なが

鉛筆をもってなぞって
いる自分の手は、隠れて
見えない。

らロボットアームを操作して作業を行う
ことがあります。また、船外活動をする
ときの宇宙服の胸についたスイッチ類
は、手首につけた鏡を見て確かめます。
このように宇宙では、自分の目でじかに
見て作業ができるとは限らないのです。
長期滞在適性検査で、鏡を見ながら、
星形の線の間を鉛筆でなぞるテストが行
われたことがあります。ゲームとして試
してみましょう。
右の絵のように、段ボールの箱を２か
所（上面と手前側面）それぞれ 3 分の 2
ほど切り取り、箱の奥に鏡を置きます。

ここから手を
入れて鉛筆で
なぞる。

鏡の前には二重の星形の図を置いて、上
面の窓から鏡に映った図を見ながら、2
本の線の間を鉛筆でなぞります。

星型の二重の
線の隙間は狭
いので、すぐ
はみ出してし
まいます。
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図形や絵を見て、言葉だけで正確に伝える──コミュニケーション力
過去の選抜試験では、写真を見て、そ
の内容を言葉で説明する課題が出された

宇宙飛行士

ことがあります。
宇宙では、船外活動中の飛行士と ISS
内部やスペースシャトルの間で、あるい
は地上の管制室と ISS やスペースシャト
ルの間で、緊密なコミュニケーションが
必要です。何か問題が起こったときなど
には、言葉だけで状況を正確に相手に伝
えなければなりません。そのため、宇宙
飛行士には高度なコミュニケーション能
力が要求されます。
右の絵のように、衝立などで仕切られ
たところである図形を１人の子どもに見
せます。その子は図形の特徴を、図形が
見えない場所にいるほかの子どもに言葉
で伝えて、同じ図形を再現させる、とい
うゲームをしてみましょう。この訓練は、
地上の実生活でもきっと役立つでしょ
う。

数人のチームでロボットを設計、組み立てる──チームワークが求められる
ISS は世界各国の宇宙飛行士の緊密
なチームワークによって、運用・利用
されており、宇宙飛行士には、仲間と
力を合わせて何かを成しとげることが
常に求められています。
過去の長期滞在適性検査では、教育
用玩具のマインドストーム（レゴブ
ロックにセンサーやモーターなどを組
み合わせたり、パソコンでプログラを
組めたりする）
を使って、受験者がチー
ムでロボットを作るという課題が出さ
れました。
子どもたちが共同作業を楽しみなが
ら何かを作る活動を、取り入れてみま
しょう。

宇宙飛行士
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２

日本の宇宙飛行士に求められる資質

2008 年、JAXA は 10 年ぶりに宇宙飛行士を募

宇宙飛行士

集し、2009 年に新しい宇宙飛行士候補者が選ばれ
ました。応募したのは 963 名（男 839 名、女 124 名）。
書類選抜、一次選抜、二次選抜、三次選抜と絞られ
て、最終的に油井亀美也（ゆいきみや）さんと、大
西卓哉（おおにしたくや）さん、金井宣茂（かない
のりしげ）さんが選ばれました。
募集する機会も少ない上に、求められる資質も高
いレベルなので非常に難しい選抜です。
でも、子どもたちには夢を持ち続けてほしいもの
です。将来、様々な個性をもつたくさんの宇宙飛行
士が必要になる時代が来るかもしれません。

ISS のロボットアームを操作する宇宙飛行士の野口聡一さん（2010
年 1 月 13 日、米国実験棟にて）

●工学や科学の専門知識、協調性、コミュニケーション能力、英語力……
では、
日本の宇宙飛行士に求められる資質から見ていくことにしましょう。JAXA では、2008 年の募集にあたっ
て、次のような資質を求めています。
（１）ISS ／きぼうシステムの運用に必要なエンジニアリング、あるいは実験に必要なサイエンスのどちらかの
専門知識
JAXA は例として、次のようなタイプの人を挙げています。
・
「特定の科学分野の研究に従事しているが、機械いじりが好きで車の整備や修理も自分でやってしまう」
・
「工学系の研究・開発・運用に従事したことがあり、科学的な研究・実験等にも興味がある」
（２）宇宙での長期滞在への適応能力、チームワーク
ISS には世界各国の宇宙飛行士が搭乗し、長いときは 6 か月という長期滞在になります。そのような環境で仕
事をするので、宇宙飛行士には次のような資質を求めています。
・チームの一員として共同作業を成し遂げられる能力
・協調性
・異なる文化・価値観に対する敬意
・優れたコミュニケーション能力
・長期間宇宙に滞在できる医学的な適合性、
・精神的肉体的ストレス環境下での適切な判断力と行動力
（３）将来宇宙滞在が一般化する時代に向けた資質
・軌道上の活動や経験について地上の様々な人々に語りかけることができる能力
・有人宇宙活動の普及啓発活動に対応できる素養
●応募できる人の条件
応募するにあたっては、医学的な適性をはじめ様々な条件を満たさなければなりませんが、子どもたちが知っ
ておいて役立つ情報としては次のようなものがあります。（この応募条件は 2008 年の募集時のものです。）
・大学（自然科学系 * の学部）卒業以上

＊理学部、工学部、医学部、歯学部、薬学部、農学部等

・宇宙飛行士に必要な科学の知識や技術
・宇宙飛行士チームの一員として円滑な意思の疎通が図れる英語力
詳しいことは、JAXA のホームページ（http://iss.jaxa.jp/astro/select2008/）をご覧いただくとして、1-6 ペー
ジに、宇宙飛行士を目指す子どもたちのために、以上の内容を簡単にまとめたチェックシートを作ってみました。
プリントして子どもたちに配布し、お役立てください。
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科学する心を
育てよう

① JAXA のホームページで、日本の宇宙飛行士が ISS（国際宇宙ステーション）でどのような
暮らしをしているか（してきたか）調べてみましょう。

事をしてきたか調べましょう。

③中学生以上には、活動に英語だけを使う共同作業を取り入れてみましょう。

④ ISS のつくりや、各国が作ったそれぞれの施設の役割やしくみを調べてみましょう。

⑤宇宙飛行の歴史を調べてみましょう。

⑥各国の宇宙飛行士が書いた本を読んでみましょう。

★宇宙飛行士候補者の選考が非常に厳しいのは事実ですが、そのことは強調せず、子どもたち
が楽しんでテストやゲームを行えるような指導をこころがけましょう。

①共同で物を作る作業を取り入れるときは、工具や材料でけがをしないように注意しましょう。

安全対策
②鏡を使うときは、倒したり落としたりして割ることがないよう、また、反射した日光で目を
傷めることがないように気をつけましょう。

学習指導要領
との関連

キーワード

中学校
小学校
中学校

３年
１〜６年

理科（エネルギー・粒子）
算数（図形）
特別活動

科学技術の発展
図形全般
社会の一員としての自覚と責任、男女相互の理
解と協力、望ましい人間関係の確立

宇宙飛行士、国際宇宙ステーション（ISS）、「きぼう」日本実験棟

発行・監修：宇宙航空研究開発機構 宇宙教育センター
協力
：財団法人日本宇宙少年団 YAC、株式会社学研教育出版、編集チームモルオ有限会社
絵
：鳥飼規世
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②これまでのスペースシャトルや ISS のミッションで、各国の宇宙飛行士たちがどのような仕

記入者
の名前

ワークシート

１．宇宙飛行士を目指すチェックシート

宇宙飛行士

あなたがあてはまると思ったことや、今は自信がなくてもがんばろうと思ったことに、○をつ
けましょう。
あてはまると思ったら

チェック項目
1
2

英語が得意かな？
かな？

4

科学的な研究・実験に興味があるかな？
チームの一員として友だちと共同で作業を成しとげら
れるかな？

6

誰とでも協調できるかな？

7

外国の文化や人々の考え方を敬うことができるかな？

9
10
11
12

をつける

これから英語を一所懸命勉強する

機械いじりが好きかな？

8

がんばるつもりなら○

理科が好きかな？

3

5

○をつける

今は自信がないけど、

人に自分の気持ちや意見をうまく伝えることができる
かな？
つらいときや疲れているときでも、冷静に正しく物事
を判断できるかな？
つらいときや疲れているときでも、ふだん通りに行動
できるかな？
自分の活動や経験をいろいろな人に語りかけることが
できるかな？
自分やクラスの友達がやっていることを、たくさんの
人に宣伝できるかな？

２．もしも宇宙飛行士になったら…？
将来、あなたが宇宙飛行士になったら、どんなことをしてみたいかを、言葉や絵でかきましょう。
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